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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 7,806 △42.3 △741 ― △739 ― △802 ―

21年3月期第1四半期 13,533 ― 733 ― 727 ― 463 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △18.28 ―

21年3月期第1四半期 10.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 39,535 20,216 51.1 460.88
21年3月期 43,202 20,886 48.3 476.10

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  20,216百万円 21年3月期  20,886百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

16,000 △39.3 0 △100.0 0 △100.0 0 △100.0 0.00

通期 34,000 △29.6 350 △36.2 300 △29.5 300 ― 6.83

─ 1 ─



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、4ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料における予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と
異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 43,872,404株 21年3月期  43,872,404株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,843株 21年3月期  3,390株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 43,867,140株 21年3月期第1四半期 44,740,047株

─ 2 ─
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【定性的情報・財務諸表等】 

 1. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期の連結経営成績は、当社の主力製品であるステンレス管・同条鋼の販売価格の下落および

販売量の減少等により売上高は78億６百万円(前年同期比42.3％減)となりました。収益面では営業損失７

億41百万円(前年同期は営業利益７億33百万円)、経常損失は７億39百万円(前年同期は経常利益７億27百

万円)、四半期純損失８億２百万円(前年同期は四半期純利益４億63百万円)となりました。厳しい外部環

境をうけて当社も生産コスト・販売経費の大幅な削減を実施いたしましたが、期首の製品在庫評価額が市

況の下落により割高となってしまい、それが売上原価を引き上げる要因となり結果として損失を計上する

こととなりました。 

製品部門別の概況は以下のとおりであります。 

ステンレス管部門では、主力の自動車用・配管用が落ち込んだため売上高は34億33百万円(前年同期比

48.3％減)となりました。 

ステンレス条鋼部門では、販売量の減少、販売価格の下落により売上高は22億41百万円(前年同期比

46.1％減)となりました。 

ステンレス加工品部門では、環境対応型給湯器向けの部品が好調を持続し売上高は９億47百万円(前年

同期比17.9％減)と減収ながら健闘いたしました。 

鋼管部門では、不況の影響により売上高は８億58百万円(前年同期比21.8％減)にとどまりました。 

その他部門では、設備投資の極端な落ち込みでパイプ切断機の販売が大きく落ち込んだため売上高は３

億25百万円(前年同期比32.3％減)となりました。 

なお、部門別の売上高は次のとおりであります。 

部門別売上高（連結） 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

区 分 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

ス テ ン レ ス 管 6,645 49.1 3,433 44.0 24,286 50.3 

ス テ ン レ ス 条 鋼 4,155 30.7 2,241 28.7 14,226 29.5 

ステンレス加工品 1,154 8.5 947 12.1 3,881 8.0 

鋼 管 1,097 8.1 858 11.0 3,873 8.0 

そ の 他 480 3.6 325 4.2 2,041 4.2 

合  計 13,533 100.0 7,806 100.0 48,309 100.0 

 

 2. 連結財政状態に関する定性的情報 

当社グループの当第１四半期連結会計期間末の総資産は395億35百万円となり、前連結会計年度末に比

べて36億67百万円減少いたしました。総資産が減少した主な要因は、資産の部では受取手形及び売掛金が

24億33百万円、たな卸資産が16億79百万円それぞれ減少し、負債の部では支払手形及び買掛金が22億42

百万円減少したことなどによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は202億16百万円となり、前連結会計年度末に比べて６億70百万

円減少いたしました。純資産が減少した主な要因は、四半期純損失を計上したため利益剰余金が９億33

百万円減少したことなどによるものであります。 

 

当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により11億67百万円の収入となり、

投資活動により４億40百万円の支出となり、財務活動により４億78百万円の支出となりました。これらの

結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて２億48百万円増加し12億71百万円（前連結会計年度末

比24.3％増）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が７億36百万円となりましたが、売

上債権が24億33百万円、たな卸資産が16億79百万円、仕入債務が22億42百万円それぞれ減少し、法人税等

の支払額も少額であったため、営業活動全体では11億67百万円の収入(前年同四半期連結会計期間比63.1％

増)となりました。 
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投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資に加えて投資有価証券の取得等により、投資活

動全体では４億40百万円の支出(前年同四半期連結会計期間は５億94百万円の支出)となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済額が借入額を３億52百万円上回ったことに加え、

配当金の支払額が１億23百万円となったことにより、財務活動全体では４億78百万円の支出(前年同四半

期連結会計期間は２億36百万円の支出)となりました。 

 

 3. 連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期にはいり、これまで下落の続いていた当社主力製品の原材料であるステンレス鋼の市況価格

が、主成分であるニッケル価格の反騰を受け上昇に転じております。当社といたしましても原材料高をう

けまして製品価格の値戻しに鋭意努力中であります。また生産の稼働率につきましても改善の兆しがうか

がえます。このような状況にありますので当第１四半期に損失を計上しておりますが、平成21年５月８日

付にて発表いたしました第２四半期累計期間での収支均衡、通期での黒字計上という業績予想に変更はあ

りません。 

 

 4. その他 

  (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

  (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表作成に特有な会計処理の適用 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 
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 5.【四半期連結財務諸表】 

   (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円） 

 
 

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,271  1,022

受取手形及び売掛金 11,054  13,488

たな卸資産 8,362  10,041

その他 1,539  1,585

貸倒引当金 △42  △43

流動資産合計 22,185  26,093

固定資産    

有形固定資産    

土地 7,308  7,308

その他（純額） 7,082  7,196

有形固定資産合計 14,391  14,504

無形固定資産  

その他 38  41

無形固定資産合計 38  41

投資その他の資産    

その他 2,935  2,575

貸倒引当金 △14  △13

投資その他の資産合計 2,921  2,562

固定資産合計 17,350  17,109

資産合計 39,535  43,202

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 5,720  7,963

短期借入金 2,222  2,526

未払法人税等 14  37

引当金 126  301

その他 1,373  1,510

流動負債合計 9,458  12,339

固定負債    

社債 3,000  3,000

長期借入金 3,517  3,566

退職給付引当金 1,079  1,093

役員退職慰労引当金 476  483

長期リース資産減損勘定 1,644  1,701

その他 143  131

固定負債合計 9,861  9,976

負債合計 19,319  22,316

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,360  7,360

資本剰余金 7,705  7,705

利益剰余金 4,790  5,723

自己株式 △1  △0

株主資本合計 19,854  20,788

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 370  104

繰延ヘッジ損益 △8  △7

評価・換算差額等合計 362  97

純資産合計 20,216  20,886

負債純資産合計 39,535  43,202
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   (2)【四半期連結損益計算書】 

     【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

売上高  13,533 7,806

売上原価  11,366 7,298

売上総利益  2,167 508

販売費及び一般管理費  1,434 1,250

営業利益又は営業損失(△)  733 △741

営業外収益     

受取利息  0 0

受取配当金  29 23

受取賃貸料  12 1

助成金収入  ─ 18

その他  14 8

営業外収益合計  57 52

営業外費用     

支払利息  38 33

売上割引  14 9

その他  9 7

営業外費用合計  62 49

経常利益又は経常損失(△)  727 △739

特別利益     

固定資産売却益  0 ─

投資有価証券売却益  3 ─

貸倒引当金戻入額  ─ 3

特別利益合計  3 3

特別損失     

固定資産除却損  ─ 0

特別損失合計  ─ 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失(△) 

 731 △736

法人税、住民税及び事業税  13 3

法人税等調整額  254 62

法人税等合計  267 65

四半期純利益又は四半期純損失(△)  463 △802
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   (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失(△) 

 731  △736

減価償却費  192  197

貸倒引当金の増減額(△は減少)  1  △0

受取利息及び受取配当金  △29  △23

支払利息  38  33

売上債権の増減額(△は増加)  514  2,433

たな卸資産の増減額(△は増加)  960  1,679

仕入債務の増減額(△は減少)  △715  △2,242

賞与引当金の増減額(△は減少)  △238  △174

役員賞与引当金の増減額(△は減少)  △40  ─

退職給付引当金の増減額(△は減少)  △26  △14

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  2  △7

投資有価証券売却損益(△は益)  △3  ─

有形固定資産売却損益(△は益)  △0  ─

有形固定資産除却損  ─  0

その他の資産の増減額(△は増加)  5  △8

その他の負債の増減額(△は減少)  192  45

小計  1,585  1,182

利息及び配当金の受取額  29  23

利息の支払額  △37  △20

法人税等の支払額  △862  △18

営業活動によるキャッシュ・フロー  715  1,167

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △330  △337

有形固定資産の売却による収入  1  ─

投資有価証券の取得による支出  △280  △90

投資有価証券の売却による収入  12  ─

関係会社株式の取得による支出  ─  △14

貸付けによる支出  ─  △0

貸付金の回収による収入  2  1

投資活動によるキャッシュ・フロー  △594  △440

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  1,560  860

短期借入金の返済による支出  △1,450  △1,160

長期借入金の返済による支出  △92  △52

自己株式の取得による支出  △0  △0

配当金の支払額  △252  △123

その他  ─  △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △236  △478

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △115  248

現金及び現金同等物の期首残高  1,370  1,022

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,255  1,271
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)および 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当社および連結子会社は、ステンレス管、条鋼、鋼管およびその加工品・関連製品の製造販売を主な事

業としており、全セグメントの売上高および営業利益の合計額に占める割合が、いずれも90％超でありま

したので記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)および 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当社および連結子会社は、海外拠点が存在しないため該当する事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)および 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 
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その他資料＜ご参考＞ 

 

たな卸資産の内訳 

(単位：百万円） 

 
当第１四半期連結会計期間末

（平成21年６月30日） 
前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

比較増減 

商品 1,628 1,887 △259 

製品 3,288 4,124 △836 

原材料 1,490 1,844 △354 

貯蔵品 354 343 11 

仕掛品 1,599 1,840 △241 

合計 8,362 10,041 △1,679 

 

有利子負債の内訳 

(単位：百万円） 

 
当第１四半期連結会計期間末

（平成21年６月30日） 
前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

比較増減 

短期借入金 2,015 2,315 △300 

１年内に返済予定の長期借入金 207 211 △4 

１年内に返済予定のリース債務 3 3 0 

社債 3,000 3,000 0 

長期借入金 3,517 3,566 △49 

リース債務 23 24 △1 

合計 8,766 9,120 △354 

 

従業員数 

 

減価償却実施額および設備投資額 

(単位：百万円） 

 

前第１四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期 
連結累計期間 

(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当連結会計年度(見込) 
 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

減価償却実施額(有形固定資産) 187 193 791 

設備投資額 211  81 500 

 

 
当第１四半期連結会計期間末

（平成21年６月30日） 
前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

比較増減 

従業員数（名） 592 576 16 




